
 

新自治会長さんが決定!！ 

令和３年の日新地区の自治会長さんが決まりました。この１年間、自治会の運営に、行政

に、公民館や各種組織とタイアップした活動に取り組んでいただきます。具体的には、自治

会長の他に、市長から委嘱の行政嘱託員（市政広報の配布等）、教育長から委嘱の公民館協力

委員（公民館の地区事業、教育事業などに協力）、「まちの未来づくり日新」の実行委員、「自

主防災連絡協議会」のブロック防災会支部長、地区社会福祉協議会評議員など、一人何役も

あり、活気ある地域づくりに貢献していただきます。住民の皆様も積極的に協力して、住み

よい街、住みたい街になりますようご協力の程よろしくお願い致します。 

 

令和３年 日新地区自治会長  （敬称略） 

 自治会名 自治会長  自治会名 自治会長  自治会名 自治会長 

1 乾徳新１ 齊藤  律子 15 乾徳１８ 籔内 謙一 29 上里第 1 大橋 克哉 

2 乾徳東 木村 廣士  16 乾徳２１ 田端 利一 30 上里第２ 西尾 誠一 

3 乾徳３ 岡 政次 17 乾徳２２ 橋本 鉄弥 31 上里第３ 坂井 慶昭 

4 乾徳４ 末政 直樹 18 上里新 髙木 明美 32 上里第４ 木村 恒昭 

5 乾徳７ 北村 勉 19 湊新３ 松本 滋 33 東上里 西岡 哲平 

6 乾徳８ 岩田 豊子 20 湊新４ 前原 英樹 34 八ツ島第１ 横井 信也 

7 乾徳９ 髙橋 敏裕 21 湊新６ 畑 充 35 八ツ島第２ 小林 淳一 

8 乾徳１１ 田﨑 一恵 22 上里大学 米澤 昇 36 八ツ島第３ 高橋 茂樹 

9 乾徳１２ 橋本 幸雄 23 上里宿舎１号棟 村上 智子 37 八ツ島第４ 川榮 幸治 

10 乾徳公園町 庭本 仁実 24 上里宿舎２号棟 石田 幸大 38 東八ツ島 中田 隆二 

11 乾徳１４ 加藤 雅也 25 牧里１ 池田 稔 39 東堀ノ宮 土本 真俊 

12 乾徳１５ 瀧本 聖治 26 牧里２ 吉田 光彩 40 堀ノ宮北 牧田 孝 

13 乾徳１６ 髙田 則男 27 牧里３ 内藤 秀雄 41 堀ノ宮中 日置 友純 

14 乾徳１７ 佐藤 孝義 28 新里 山田 耕平 42 堀ノ宮南 松田 幸三 

 

 

日新の魅力をばっちり!！ 

～NHK ほやほやみつけ隊～福井市日新地区～ 
 

１月２2日（金）午後 6時 10分からの「ニュースザウルスふくい」のなかで放送されま

した。以下に、テレビ画面とともにその概要をご紹介します。（NHKの許可済み） 

            ３月号 日新公民館だより           日新公民館の休館日のおしらせ         ３月…１，８、１５、２０～２２、２９          令和３年２月１８日 発行 

(毎月曜、第３日曜、祝日、振替、年末年始)   ４月…５、１２、１８，１９、２６、２９         〒910-0017 福井市文京５－１－８    
日新公民館ホームページアドレス …http://www1.fctv.ne.jp/~nissin-k/index.html     日新公民館 ＴＥＬ&ＦＡＸ ２１－７２２５ 

日新公民館メールアドレス      …nissin-k@mx1.fctv.ne.ｊｐ 日々草（にちにちそう） 

① オープニング ②羽生ちひろさんがさんさんバ

スに乗り込みます 

③バスの中で、利用者の皆さん

にインタビュー 

④公民館に着いて、玄関ロビー

の絵の説明 

⑤番組のテーマは、怖そうな名

前ときれいな風景とのギャップ 

⑥オートバイが捨てられていた

ほど汚かった過去の底喰川 

⑦約 20年前、美化活動が始ま

ったころの様子 

⑧咲き誇るミソハギ。今は、こ

んなにきれいになりました 

⑨いきいきライフセミナー制作

の福井弁「底喰川の大蛇」の紙

芝居の紹介（初演です） 

⑩紙芝居の 1場面。耳を切ら

れた大蛇 

⑪紙芝居制作の一場面 ⑫制作スタッフへのインタビュ

ー。苦労話や達成感など 

右ページ、「ほやほやみつけ隊～福井市日新地区～」の補足説明 

・取材（何を取り上げるか）は１月７日（木）、撮影は 1月１９日（火）でした。 

・紙芝居「福井弁『底喰川の大蛇』」は、「いきいきライフセミナー」の「令和に残したい

福井弁」の活動として、日新３０年史９６ページ掲載の「地区の昔話『底喰川の由来 ―

底喰の大蛇―』」をもとに制作したものです。２年がかりで、完成目前のものをご披露し

ました。放送されたストーリーは、時間の関係で一部カットされています。 

・NHK の取材方針として「密を避ける」があり、多くの方にご登場していただくことは

できませんでした。 

・公民館に録画（ブルーレイ）があります。視聴ご希望の方はお申し出ください。 

令和２年度日新地区のテーマ 

“笑顔さんさん 輝く日新” 

 

「日新の人口推移」と「日新地区犯罪発生状況」

は、印刷の関係上、今回は掲載できませんでし

た。次号でお知らせいたします。 



この他に 日新ボラネットの活動として以下のものがあります。  

・地区各種事業記録写真････松井良忠氏 

・児童館のおはなし会、読み聞かせ（毎月１回 火曜の午後４時から） 

・底喰川高水敷清掃･･･まちづくり実行委員有志等 

子どもの行事が活発に！ 
 

※カレンダーづくり 
ニッキーズ（未就園児親子対象の家庭教育事業） 

 

1 月 20 日（水）午前 10 時より行われました。参加者は

9 名（親子 1 組）でした。最初に皆で、大きな 2021 年を作

りました。次に 2021 年の 1 の場所に子どもさんが入った

写真を撮り、最後にそれを取り込んだ右下の写真のような楽

しいカレンダーが出来上がりました。 

 

※伝承あそびにふれてみよう 

  子どもの広場（少年教育事業） 
 

 

 1 月２３日（土）午後１時より、   

けん玉名人の仁科章氏を講師に実施

されました。参加者は３１名（子ども

２４名、スタッフ７名）でした。最初

に仁科氏からけん玉が無理なく上達

するやり方を教えてもらいました。そ

の他に、こま回しや竹馬も楽しみまし

た。最後には、それぞれの種目が得意

な子どもたちによる“名人技”のお披

露目も行いました。難しい技が決まる

たびに大きな歓声が上がりました。演じた子どもたちには大

きな自信が、見ていた子どもたちにはチャレンジ精神が湧き

上がるとともに、日本古来の遊びを体験できたとても有意義

な時間となりました。 

 

※親子で可愛い 恵方巻づくり    

ぱれっとサークル（家庭教育事業） 
 

1 月３0 日（土）午前 10 時 40 分より、田中友美氏（キ

ャラベニスト＆シフォンナー）を講師に行われました。参加

者は２３名（７家族）でした。新型コロナウイルス感染防止

のため、酢飯や卵焼きなどの材料は事前にスタッフが作って

おき、参加者はそれらの“盛り付け”、“巻き付け”を行いまし

た。家族で協力し合うほほえましい姿がたくさん見られ、家

庭教育事業のねらいが十二分に達成された事業となりました。 

 

日新の四季  

「ヒヨドリ」 

撮影日  

R３.１.21 

場 所   

文京５ 

撮影者  

松井良忠氏 

 

 

日新公民館の LINE の QR コードです。 

いろんな情報を発信してまいります。 

ご登録お願いいたします。 

【日新デイホームの案内】（社会福祉協議会） 

八 ツ 島 会 館  ３月１０日（水） ９：３０より受付開始 

日 新 公 民 館  ３月１０日（水）１３：００より受付開始 

乾徳ふれあい会館  ３月１７日（水）１３：００より受付開始 

乾徳ふれあい会館  ３月１８日（木）１３：００より受付開始 

※乾徳ふれあい会館は、２回になりました。 

希望者に差し上げます！ 

皇帝ダリアの植え付け用の幹（昨年、底喰川左岸遊歩道

植え込みに咲いていたものなどで、長さ３０㎝程度）が 

３０本ほどあります。希望者は、３月１０日（水）以降に

公民館まで取りに来てください。先着順で、無料です。 

①午前９時よりスタッフによ

る準備作業（卵は８０個） 

③家族で楽しく、至福の時間 ④日新のシンボルマーク入

りの恵方巻が完成 

②全体説明 

日 曜日
祝日 及び

休館日

1 月 休館日

2 火 10:10 ～ 10:50 図書室整理（図書室ボランティア）

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月 休館日

9 火

10 水

11 木 10:00 ～ 12:00 さんさん映画会（まちづくり交通部会）

12 金

13 土
10:00
10:30
13:30

～

10:30
12:00
15:30

避難訓練
自主グループ代表者会議
パソコン相談会

14 日 9:30 ～ 11:00
一斉清掃（予定）
※詳細は3月前半のチラシ参照

15 月 休館日

16 火

17 水
10:00
10:00

～
11:30

10:30

ニッキーズ（ベビーヨガ）
本に親しむ集い（同時開催）

18 木 10:00 ～ 12:00 いきいきライフセミナー（通年事業）

19 金

20 土 春分の日

21 日 休館日

22 月 休館日

23 火 ～

24 水

25 木 10:00 ～ 12:00 さんさん映画会（まちづくり交通部会）

26 金

27 土 13:30 ～ 15:30 パソコン相談会

28 日
8:00
9:30

～
9:00

11:30

定例清掃
まちづくり環境部会企画推進会議

29 月 休館日

30 火

31 水

令和３年３月の主な活動予定


